
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西日本区強調活動 

７月 

Kick-off  EMC-C 

素晴らしいクラブ作りに向けて 

 

７月第１例会 

・かるがも園夏祭り  ７月５日(土) 

「唐揚げ」と「フライドポテト」 １３：３０集合 

・第１例会 キックオフ例会 ＹＭＣＡ交流会 

 入会式 ＜安行暁子さん、齊藤靖さん＞ 

 ドライバー 杉村 肇 

礼 拝 高次公民館 １９：３０～２０：００ 

 奨励 馬場 一朗牧師 司会 松本 美耶子 

交流会 嬌庵 礼拝済み次第移動 

 会費 メン 3000円 リーダー 1000円 

        ＹＭＣＡ職員、ＯＢ・ＯＧ 1500円 

    プログラムは当日配布 

 

 

 

 

 

今後の予定 

例会の曜日が第 2、第 4火曜日に変わります 

・六甲部第 1回評議会・合同納涼懇親会 

 評議会 神戸ＹＭＣＡチャペル 14：00～ 

 納涼懇親会 クラウンプラザホテル  

 会費 6000円   17：30～20：00 

 出席希望者は 7月 10日までに安行会長へ 

・7月第 2例会 7月 22日（火）19：00～２１：００ 

 キッピーモール６Ｆ 会議室３ 

・8月第 1例会（部長公式訪問） 

 ８月 2日（土） １７：００～19：00 

 例会・会食 於 ビストロ ロカマドール 

    会費 3000円 

 シンセサイザー演奏と花火観賞 19：30～ 

    於 興聖寺  

 

♡お誕生日おめでとうございます♡ 

   ７月１５日 清水 浩一メン 

   ７月２２日 若林 良メン 

 

 

 

さんだワイズメンズクラブ 

〒669-1545 

三田市高次２－４－３８ 

   三田ＹＭＣＡ内 

会長主題：『もう一度 見直して 行動しよう』 No.22-01  July   2014 

 

 
国 際 主 題：『言葉より行動を』 

   “Talk Less, Do More” 

アジア主題：『未来を始めよう、今すぐに』 

  “Start Future Now” 

西日本区主題：『響きあい、ともに歩む』 

  “To walk together, echoing each other” 

六甲部主題：『さらなる交流さらなる国際 

        さらに活発な六甲部へ』 

 

会 長：安行 英文 

副 会 長：杉村 肇 

書 記：松本 美耶子 

会 計：杉村 肇 

ファンド：松本 文男 

連絡主事：清水 孝一 

ブリテン：安行 英文 松本 文男 

6月のデータ 《在籍者 15名》 

  出席 会員 5名 メネット 1名 

  入会予定者 1名 出席率 33％ 

  （委任状提出者 9名で総会は成立） 

今月の聖句 

「いかに楽しいことでしょう。主に感謝をささげ

ることは、いと高き神よ。御名をほめ歌い、朝

ごとにあなたの慈しみを、夜ごとに、あなたの

まことを述べ伝えることは。  (詩篇 92篇 2

節) 

 



新会長として 

安行 英文 

 

.会長主題（テーマ）： 

「もう一度見直して行動しよう」 

Let’s Take A New Look and Act ! 

活動方針： 

 さんだクラブは三田に生まれて 21年が過ぎよう

としています。その間、人も組織も年齢を重ねて

大きく成長してきましたことに､振り返りますと感慨深

いものがあります。        

今一度クラブの生き方をどのような段取りで、ど

のような手法で実現していくかという現象面での工

夫が必要であり、その変化への努力が求められ

ているということではないでしょうか。しかし、私ども

ワイズは今後どのように貢献度合いが変わっても、

この人的財産の豊富なワイズメンズクラブの存在

意義が不変であることに確信を持ち、自信を持っ

て歩むこととしたいと思います 

楽しい例会を企画し、ここへ来てもらって素晴

らしい時間を共有しあえる時があれば、多くの会員

を獲得できるし、ワイズを通じて世界への人的貢

献も可能であると思います。 

 これからも力を合わせて YMCA と共にワイズ

仲間と地域に根ざした活動を地道に展開していこ

うと思います。 

活動計画： 

○ YMCA リーダーとの交流 

年末年始の交流例会 

歓迎会と感謝会の開催 

  ○YMCA との協働 

   ワイワイフォーラムの参加 

   会員活動への参加 

   チャリティー関連の参加 

○ 地域奉仕 

 かるがも園の継続支援 

 夏祭り例会の開催 

○ ファンドの充実 

 おもちゃフェスタなどの企画、参加 

 黒豆茶・カレーの販売 

 

2年の会長を終えるにあたって 

松本 美耶子 

 

2013 年度は「夢と希望を持って明るく活き活き

と」を会長主題とし、201２年度に引き続き会長と

してスタート。 

2012 年度は、ワイズメンズクラブ国際協会の

一クラブとしてその営みを原点から見据え、会

計・例会の持ち方・ブリテンの発行などに努めまし

たので、2013 年度、交流主査を受けるよりはその

営みをもう少し続けたい、という思いもありました。 

クラブ状況から不安も大きかったのですが、上

記標語を掲げ、自分の気持ちを奮い立たせ連続

の会長を受けさせていただきました。 

しかし例会出席率は思わしくなく、2014 年初め

に、メンバーお一人ひとりのお気持ちを知りたく、今

後のさんだクラブについて話し合う会を開催。そこ

では解散も見据えての話し合いが持たれました。 

結果、解散という決議はなされませんでしたが、

残念ながら何人かの方から退会表明がありまし

た。 

そのような結果になったのは、会長の力量不

足ということもあるとは思いますが、これまでにさんだ

クラブが培ってきたものが招いたとも考えられる点

もあるように思います。 

再スタートのためにこの 6月に総会を開催し、ク

ラブ会則の変更を行いました。改めて会則を読み

ましたが、「この会のモットーは『強い義務感を持と

う。義務はすべての権利を伴う』である」と記され

ていました。ワイズメンズソングにも「われらのモット

ーまもる その名ワイズメン～♪」とあります。義

務感に縛られると感じることなく、あたり前のこととし

て受け止めることのできる人でありたいです。 



来期は小人数でのスタートになりますが、発展

のための縮小と考え、それもまた良しとし、安行会

長と共に行動していきたく思います。 

 

6月第１例会報告（総会） 

 

松本 文男 

 

2014年 6月 13日（金）19：00～21：20 

出席者：杉村、安行、松本文、松本美、清水 

主事、安行メネット 

   ゲスト：齊藤 靖氏  

委任状提出：9名 未提出欠席：1名    

松本文メンのドライバーのもと、会長の開会点

鐘で始まり、ワイズソング、今月の聖書拝読、食

前感謝そして会食。 

続いて委任状を含め 14 名で総会成立要件を

満たし総会成立が確認され、議案の「さんだワイ

ズメンズクラブ会則改正」の話し合いが行われま

した。熱心な話し合い・検討の結果、新入会費、

会員会費および例会曜日の変更を決定。詳細

は変更した会則を同封しましたのでご覧ください。 

安行次期会長の「新年度に向かって」の計

画・思いをお聞きする時間がなくなってしまったのは

残念でしたが、プリントが配布されました。 

ＹＭＣＡ報告、誕生者お祝いを行い閉会点鐘

で終えました。 

 

〜西日本区大会報告〜 

 

安行 英文 

 

第 17回 ワイズメンズクラブ国際協会西日本

区大会が去る６月１４日、１５日の２日間にわたり

シンフォ ニア岩国において開催されました。恒例

のバナーセレモニーもメネットアワーの終了と時を

接して開催され、会長様方は生徒のようにきちん

と椅子に座り出番を 待つといった具合でした。式

典が始まるとあっという間に各部の紹介と続くクラ

ブバナーの提示アピールでした。気持ちよく山田

部長のもと六甲部の皆様ととも にバナーを掲げ

アピールしてきました。 

 わくわくアート展も素晴らしく、栄えある西日本

区賞を六甲部がいただきました。「改めて芸術の

才能のある方の偉大さ」が深く感動を起こさせるの

だと感じました。 

 また、祈祷には辻牧師がなされ、久しぶりの再

会になったことは個人的に大変喜ばしいことでし

た。 

 また、各事業主任からの表彰と、理事表彰が

あり、EMC最優秀賞は、クラブ拡張とメンバー増

員に圧倒的な力を発揮した熊本ひがしクラブが

受賞されました。１５日は日本キリスト教団岩国教

会の大川清牧師から「真の平和を求めて」と題し

て説教をいただいた。 

                 

６月第２例会報告 

 
2014年 6月 27日（金） 19：10～20：40   

キッピーモール６F  会議室 5 

≪協議事項≫ 

１．会則について 

6月 13日の総会において変更した箇所 

の確認 

２．７月第１例会（キックオフ例会）につ 

いて 

7月 5日（土）かるがも園夏祭り支援 

とワイズメンとＹＭＣA交流会 

★かるがも園夏祭り支援（から揚げとフ 

ライドポテト） 集合時間：13：30 

参加者：杉村、安行、松本文、松本美、齊藤 

役割分担：食材仕入れ⇒松本文  

容器仕入れ⇒安行暁  



燃料・ガスコンロなど⇒安行英、清水 そ

の他⇒松本美 

  当日の手伝いの声かけをその他のメ 

ンに行う       

★交流会（夏祭り終了後） 

礼 拝：奨励 馬場一朗牧師   

高次公民館 19：30～20:00 

入会式：安行暁子氏、齊藤 靖氏 

懇親会： 「嬌庵」  

参加者：16～20名   

会費 メン 3,000円、 

メネット・職員・ＯＧ・ＯＢ 1,500円 

リーダー 1,000円、 

新入リーダー 招待  

３、８月第１例会（六甲部部長公式訪問） 

 花火例会 8月 2日（土）  

演奏と花火観賞 19：30～21：40   

   会場：興聖寺  入場料：500円 

  目的：福島の子どもたちの招待キャンプの

支援 

  会食場所：案としてビストロ ロカマドゥール 

４、14-15六甲部第 1回評議会について     

7月 26日（土）Ｐ１のお知らせ参照 

５、その他 

 ブリテンは昨年通りの形とし、原稿を松本メン 

≪報告・お知らせ≫ 

・安行メンより西日本区大会報告 

・安行メネットより西日本区大会出品の前田君の

作品展の案内 

  7月 3日（木）～6日（日） 郷の音    

★YMCA より   

・神戸ＹＭＣＡマンスリーレポート１４６配布 

・ＳＡＮＤＡＹＭＣＡ サマープログラム プリント

配布 

（松本 美耶子） 

 

 

さんだクラブ 14～15年度クラブ役員 

会 長    安行英文 

副会長    杉村肇 

書 記    松本美耶子 

ブリテン   安行英文、松本文男 

E M C     齋藤靖 

Yサ・ユース     若林良 

ファンド   松本文男 

メネット   安行暁子 

メール連絡員     安行英文 

連絡主事   清水浩一 

交 流    中條道雄 

チャプレン     末岡成夫 

 

 新しい年度大変皆様にはお世話になります。ど

うぞよろしくお願いします。 

お 願 い 

◎かるがも園夏祭りは支援事業です。役割分

担にかかわらず、それぞれご都合のつく

時間に来場、お手伝いください。 

 

◎祭り終了後の交流会の懇親会については

4日（金）までに安行会長までお知らせく

ださい。 

Ｔｅｌ＆Ｆａｘ ０７９－５６３－３６７５ 

携帯 090-3670－5399 

 

◎ＢＦのため使用済み切手の収集をお願いし

ます。 

 

◎年度が変わりました。クラブ会費の納入を

お願いします。  

 

三井住友銀行フラワータウン出張所 

 普通 3161806サンダワイズメンズクラブ 

 

ブリテンは昨年通りの形とし、原稿を松本メ

ンに送り作成。 


